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お願いします

リハビリテーション課スタッフ

Me�age
年、地球温暖化に伴う異常気象が続き、私
たちはその異常さにも半ば慣れてしまって

いましたが、今年の夏はとりわけ厳しい自然の驚
異を見せつけられました。日本各地で40℃を記録
し、35℃以上の猛暑日は常態化しました。独居高
齢者の熱中症による死亡は過去最多となり、地域
医療のあり方、強いてはこれからの社会保障制度
にも多くの問題を提起いたしました。そして、９
月に入るとゲリラ豪雨による河川の決壊や、日本
ではなじみの薄かった竜巻の猛威を見せつけられ
ました。
　地震や津波はもとより、これら自然災害は「忘
れたころにやってくる」とは言いますが、福島原
発事故において物議をかもしました“想定外”と
の解釈は許されなくなってまいりましたので、行
政によるリスクマネージメントとクライシスマ
ネージメントに期待したいと思います。私たち医
療者には、とりわけクライシスマネージメントの
充実が求められています。当院では、昨年12月に
救急総合診療科を開設しましたが、ＤＭＥＲＣを
基礎に災害医療対応についても院内体制の整備を
進めたいと考えています。
　さて、当院では９月22日より電子カルテが稼働
いたしました。システムの選定からスタートして
約10カ月の準備期間を要しました。今まで約７年
間オーダリングシステムを用いて日常臨床を行っ
てまいりましたが、オーダリングと電子カルテは
似て非なる代物です。業務フローの点検整備、看
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今年の夏は、観測史上最高の41度を記録したとても暑
い夏でした。その夏も遠のき、一年中で一番気持ちの
いい季節になりました。秋といえば、スポーツ、読書、
芸術、行楽、食欲・・・の秋、特に「食欲の秋」、皆さ
ん、食べ過ぎて体調を崩さないよう、ご注意を!　 森 川  輝 久

診療部　消化器内科医長
日本内科学会認定医
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会専門医

　３年間田畑胃腸病院で勤務させて頂
き、本年８月から当院消化器内科へ復
帰致しました。以前は肝臓内科勤務で
したが、今後は肝疾患はもとより消化
器疾患全般の診療に携わってまいりま
すので宜しくお願い申し上げます。

瀧 上  絵 里 香
診療部　小児科専修医

　はじめまして。９月より市民病院小
児科で勤務させて頂くことになりまし
た。私の出身地でもある明石の皆様の
お役に立てますよう努力致しますの
で、よろしくお願い致します。

　平成23年10月の地方独立行政法人化
に合わせて回復期リハビリテーション病
棟を設置し、準備期間を含めて２年余り
回復期リハビリテーションを行なってお
りましたが、本年３月にて閉鎖となりま
した。
　現在は、当院の本来の機能である急性
期のリハビリテーションを中心に取り組
んでいます。
　そのため、脳神経外科だけでなく整形
外科の患者様においても、当院のみでリ
ハビリテーションが完結することは少な
くなり、２週間～１か月ほどで転院され
ていくことが多くなりました。近隣の病
院の皆様には、その後のリハビリテーシ
ョンについていつもお世話になっており
ます。超早期から私たちが関わること
で、急性期の患者様が少しでも早く回復
し、次の病院でのリハビリテーションに
円滑に移行できるように日々取り組んで
います。
　また、心筋梗塞や心不全などの循環器
疾患に対して、平成24年６月より心臓
リハビリテーションを実施しています。
医師・看護師を始め、薬剤師・管理栄養
士を含めたチーム医療で患者様の機能回
復、社会復帰に貢献できるようがんばっ
ています。入院中はもちろん退院後外来
でも、再発予防を目的に可能な限り患者
様のご希望に応えていこうと考えていま
す。患者様が地域の診療所へ戻られる際
は、医師とともに急性心筋梗塞地域医療
連携パスを作成しておりますので、何か

ございましたらいつでもご連絡くださ
い。
　現在の当課のスタッフは、理学療法士
10名、作業療法士３名、言語聴覚士２
名、作業員２名と以前とは比べられない
ほど豊富な状態です。それを活かして、
急性期からリスク管理を徹底し、十分な
時間をかけて、親切丁寧なリハビリテー
ションを行なっていくことができるよう
になりました。また、課内での勉強会を
充実させ、療法士個々のレベルアップを
図っています。
　地域の病院や診療所・医院があってこ
その急性期病院と思っております。今後
とも、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。
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護記録、セット検査、クリニカルパスなどのマス
ター整備、放射線検査、生理検査、内視鏡検査、
検体検査、薬剤処方の安全管理、眼科・耳鼻科シ
ステムなどの部門ベンダーとの調整など挙げれば
きりがない作業の連続でした。
　お蔭さまで稼働から２週間が経ちますが、シス
テムが一時停止するなどの大きなトラブルもなく
スタートすることができました。また、外来診療
は原則完全予約制として自動支払いシステムを導
入しましたので、患者さんの動線は時間とともに
スムーズになってくるものと期待しています。
　また、地域医療連携システム“ヒューマン・ブ
リッジ”も導入しました。院外への患者医療情報
の発信ですので、セキュリティーを万全なものと
し、連携医療機関へ提供できる情報をどこまでに
するのか、その質の担保をどうするのか、医師会
幹部の皆様との協議も踏まえて少し時間をかけて
準備をしたいと考えています。しばらく、お待ち
願いたいと存じます。
　今後とも、地域医療機関の皆様のご支援とご協
力のほどよろしくお願い申し上げます。

リハビリテーション課　課長
岸本 茂己

心臓リハビリテーションの風景

集編 記後
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きし
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もと とも かず

第４回 合同カンファレンス開催
　地域の医療機関（登録医）の先生方と顔の見える連携、交流をしようという
ことで始まった当院の第４回合同カンファレンスを８月22日（木）19時から開催
させていただきました。外科医師により、腹腔鏡下大腸癌手術時のデモ機を実
際に操作していただき講演会後に意見交換を行いました。また、地域の先生方
との連携が大切と考えており病診、病病連携をいっそう進めていきたいと考え
ており今後もいろいろ工夫をして出来るだけ多くの先生方に参加していただけ
るように行っていきたいと思いますのでご支援ご協力よろしくお願い申し上げ
ます。

　途切れのない継続医療が求められる地域医療連携において、登録医の先生と
の円滑な運営を図るため９月５日（木）に開催しました。
　当院より「登録医の現況と登録医検索サイトについて」「平成24年度の紹介
率・逆紹介率について」「救急車搬入件数」「オープン検査取扱件数」等の報
告・説明を行いました。
　また、当委員会では市民病院の診察待ち時間短縮の為、電子カルテ導入に伴
う外来全科予約診療について、おっかけ紹介・診診連携等について活発な議論
と意見交換が行われました。今後も地域の中核病院として、先生方のご助言・
ご意見をいただきながら、地域とのかけはしとしての役割を果たせるようス
タッフ一同努力してまいりますので、今後とも病診・病病連携の推進にご協力
くださいますようお願い致します。

第 ３ 回 地 域 連 携 推 進 委 員 会

　地域医療機関の先生方、紹介予約システムをご利用
いただきありがとうございます。診療時の忙しい時にも
かかわらず、予約のお電話をいただいている事、心より
ありがたく思っております。
　さて、先月号でご案内させていただきましたように、９
月22日より電子カルテ導入にともなう外来予約制度が
スタートいたしました。それにともない、予約業務を担当
しております前方支援より、改めて紹介診察事前予約を
していただくようお願い申し上げます。
　紹介診察事前予約をしていただく事により、患者様の
待ち時間が短縮され、これまでの病状や治療内容などが
分かるため、当院でのよりスムーズな診療を受けていた
だくことが可能となります。予約をせずに来院されます
と、当日受診予約、場合によっては、後日の受診予約手
続きをしていただく事になるため、患者様にとって、診療
を受けるにあたってのストレス要素の一つとなるかもし
れません。患者様がストレスなく当院を受診できる環境

づくりが大切だと考えている私共にとっては、避けたい
事態です。
　診療後は、紹介元へ診療報告（診療内容・来院報告・入
退院報告等）をさせていただき、患者様の症状が安定し、
当院での専門的治療が終了した際には、逆紹介させて
いただきます。
　そして、次期医療情報システム導入により、紹介患者
様の情報を患者様の承諾の下、紹介元の医師と医療情
報を共有することが可能となります。当院での治療が終
了した後も、患者様が紹介元の医師のもと、継続的な治
療を受けることができます。
　このような一連の流れの中で、患者様・紹介元医療機
関・当院（急性期医療機関）間での信頼関係構築を目指
し、その過程の一部を担う前方支援一同、微力ながら貢
献したいと考えております。今後とも、よろしくお願い申
し上げます。

全科予約新診療実施にあたり紹介患者予約のお願い

　現在の心療内科のスタッフは常勤医師２名、
非常勤医師３名、非常勤臨床心理士２名、そ
して、医療クラーク２名です。一般の心療内科・
精神科外来はもちろんのことですが、各医師
の得意分野に合わせ、うつ病、不安・パニック、
認知症、思春期、精神療法、精神疾患と銘打っ
て専門外来を行っています。が、そのために
特別の時間を割いているわけではありません
から、いつでも受診していただければ結構で
す。
　メンタルな疾患は数多くありますが、以下に
代表的な疾患を取り上げながら当科の診療体
制について説明します。

うつ病
　今頃のうつ病は古典的なうつ病と現代的な
うつ病に大別されます。前者は比較的抗うつ
薬に反応し易いために、治りやすいといえま
すが、後者は薬の反応に乏しく、精神療法に
もひと工夫が必要です。当科では、認知療法、
対人関係療法など非薬物療法にも力を入れ、
様々なうつ病に対応しているところです。なお、
改善率は 90％といったところです。

不安・パニック
　うつ病とともに最も頻度の高い疾患です。
認知行動療法（CBT）が効果的であることが
知られています。当科では、薬物療法と併用
しながら、治療を行っています。

統合失調症
　統合失調症と身体疾患が共存し、総合的医
療が必要な場合も少なくありません。このよう
なケースだけではありませんが、統合失調症
に対する治療体制も充分できあがっておりま
す。

認知症
　認知症の確定診断、分類、重症度の評価な
どを目的として、当科では認知症診断支援シ
ステム（DDT システム）を運用しています。
認知症心理検査、MRI 検査、RI 検査などで構
成されていますが、運用を開始してから３年
ほどになりますが、時とともに開業医の先生
方あるいは他院の先生方からの紹介も増え続
け嬉しい悲鳴をあげているところです。この試
みは地域医療連携に貢献しているものと密か
に自負しているところです。今後も末永くご利
用いただければと思います。

リエゾン
　入院患者様に対するメンタルな事柄に対応
する治療的対応を我々はリエゾン（連携）と
呼んでいます。全人的医療の理念に基づいた
このリエゾン活動はあくまでも院内に限定した
ものですが、先生方にも認識していただけれ
ば嬉しく思います。

カウンセリング
　非常勤ではありますが現在臨床心理士２名
によるカウンセリングを行っております。勿論
それだけではなく様々な心理検査（知能発達
検査、人格検査など）にも対応しております。
時間をたっぷりとりながら傾聴する場としての
カウンセリングを今後はさらに充実させたいと
考えています。

地域医療連携課　辻井 綾子
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献したいと考えております。今後とも、よろしくお願い申
し上げます。

全科予約新診療実施にあたり紹介患者予約のお願い

　現在の心療内科のスタッフは常勤医師２名、
非常勤医師３名、非常勤臨床心理士２名、そ
して、医療クラーク２名です。一般の心療内科・
精神科外来はもちろんのことですが、各医師
の得意分野に合わせ、うつ病、不安・パニック、
認知症、思春期、精神療法、精神疾患と銘打っ
て専門外来を行っています。が、そのために
特別の時間を割いているわけではありません
から、いつでも受診していただければ結構で
す。
　メンタルな疾患は数多くありますが、以下に
代表的な疾患を取り上げながら当科の診療体
制について説明します。

うつ病
　今頃のうつ病は古典的なうつ病と現代的な
うつ病に大別されます。前者は比較的抗うつ
薬に反応し易いために、治りやすいといえま
すが、後者は薬の反応に乏しく、精神療法に
もひと工夫が必要です。当科では、認知療法、
対人関係療法など非薬物療法にも力を入れ、
様々なうつ病に対応しているところです。なお、
改善率は 90％といったところです。

不安・パニック
　うつ病とともに最も頻度の高い疾患です。
認知行動療法（CBT）が効果的であることが
知られています。当科では、薬物療法と併用
しながら、治療を行っています。

統合失調症
　統合失調症と身体疾患が共存し、総合的医
療が必要な場合も少なくありません。このよう
なケースだけではありませんが、統合失調症
に対する治療体制も充分できあがっておりま
す。

認知症
　認知症の確定診断、分類、重症度の評価な
どを目的として、当科では認知症診断支援シ
ステム（DDT システム）を運用しています。
認知症心理検査、MRI 検査、RI 検査などで構
成されていますが、運用を開始してから３年
ほどになりますが、時とともに開業医の先生
方あるいは他院の先生方からの紹介も増え続
け嬉しい悲鳴をあげているところです。この試
みは地域医療連携に貢献しているものと密か
に自負しているところです。今後も末永くご利
用いただければと思います。

リエゾン
　入院患者様に対するメンタルな事柄に対応
する治療的対応を我々はリエゾン（連携）と
呼んでいます。全人的医療の理念に基づいた
このリエゾン活動はあくまでも院内に限定した
ものですが、先生方にも認識していただけれ
ば嬉しく思います。

カウンセリング
　非常勤ではありますが現在臨床心理士２名
によるカウンセリングを行っております。勿論
それだけではなく様々な心理検査（知能発達
検査、人格検査など）にも対応しております。
時間をたっぷりとりながら傾聴する場としての
カウンセリングを今後はさらに充実させたいと
考えています。

地域医療連携課　辻井 綾子
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新任 紹 介
よろしく

お願いします

リハビリテーション課スタッフ

Me�age
年、地球温暖化に伴う異常気象が続き、私
たちはその異常さにも半ば慣れてしまって

いましたが、今年の夏はとりわけ厳しい自然の驚
異を見せつけられました。日本各地で40℃を記録
し、35℃以上の猛暑日は常態化しました。独居高
齢者の熱中症による死亡は過去最多となり、地域
医療のあり方、強いてはこれからの社会保障制度
にも多くの問題を提起いたしました。そして、９
月に入るとゲリラ豪雨による河川の決壊や、日本
ではなじみの薄かった竜巻の猛威を見せつけられ
ました。
　地震や津波はもとより、これら自然災害は「忘
れたころにやってくる」とは言いますが、福島原
発事故において物議をかもしました“想定外”と
の解釈は許されなくなってまいりましたので、行
政によるリスクマネージメントとクライシスマ
ネージメントに期待したいと思います。私たち医
療者には、とりわけクライシスマネージメントの
充実が求められています。当院では、昨年12月に
救急総合診療科を開設しましたが、ＤＭＥＲＣを
基礎に災害医療対応についても院内体制の整備を
進めたいと考えています。
　さて、当院では９月22日より電子カルテが稼働
いたしました。システムの選定からスタートして
約10カ月の準備期間を要しました。今まで約７年
間オーダリングシステムを用いて日常臨床を行っ
てまいりましたが、オーダリングと電子カルテは
似て非なる代物です。業務フローの点検整備、看

平成25年10月
20136vol.

理事長
あいさつ

待望の電子カルテが稼働いたしました

近
理事長 兼 病院長

藤本 莊太郎

今年の夏は、観測史上最高の41度を記録したとても暑
い夏でした。その夏も遠のき、一年中で一番気持ちの
いい季節になりました。秋といえば、スポーツ、読書、
芸術、行楽、食欲・・・の秋、特に「食欲の秋」、皆さ
ん、食べ過ぎて体調を崩さないよう、ご注意を!　 森 川  輝 久

診療部　消化器内科医長
日本内科学会認定医
日本消化器病学会専門医
日本肝臓学会専門医

　３年間田畑胃腸病院で勤務させて頂
き、本年８月から当院消化器内科へ復
帰致しました。以前は肝臓内科勤務で
したが、今後は肝疾患はもとより消化
器疾患全般の診療に携わってまいりま
すので宜しくお願い申し上げます。

瀧 上  絵 里 香
診療部　小児科専修医

　はじめまして。９月より市民病院小
児科で勤務させて頂くことになりまし
た。私の出身地でもある明石の皆様の
お役に立てますよう努力致しますの
で、よろしくお願い致します。

　平成23年10月の地方独立行政法人化
に合わせて回復期リハビリテーション病
棟を設置し、準備期間を含めて２年余り
回復期リハビリテーションを行なってお
りましたが、本年３月にて閉鎖となりま
した。
　現在は、当院の本来の機能である急性
期のリハビリテーションを中心に取り組
んでいます。
　そのため、脳神経外科だけでなく整形
外科の患者様においても、当院のみでリ
ハビリテーションが完結することは少な
くなり、２週間～１か月ほどで転院され
ていくことが多くなりました。近隣の病
院の皆様には、その後のリハビリテーシ
ョンについていつもお世話になっており
ます。超早期から私たちが関わること
で、急性期の患者様が少しでも早く回復
し、次の病院でのリハビリテーションに
円滑に移行できるように日々取り組んで
います。
　また、心筋梗塞や心不全などの循環器
疾患に対して、平成24年６月より心臓
リハビリテーションを実施しています。
医師・看護師を始め、薬剤師・管理栄養
士を含めたチーム医療で患者様の機能回
復、社会復帰に貢献できるようがんばっ
ています。入院中はもちろん退院後外来
でも、再発予防を目的に可能な限り患者
様のご希望に応えていこうと考えていま
す。患者様が地域の診療所へ戻られる際
は、医師とともに急性心筋梗塞地域医療
連携パスを作成しておりますので、何か

ございましたらいつでもご連絡くださ
い。
　現在の当課のスタッフは、理学療法士
10名、作業療法士３名、言語聴覚士２
名、作業員２名と以前とは比べられない
ほど豊富な状態です。それを活かして、
急性期からリスク管理を徹底し、十分な
時間をかけて、親切丁寧なリハビリテー
ションを行なっていくことができるよう
になりました。また、課内での勉強会を
充実させ、療法士個々のレベルアップを
図っています。
　地域の病院や診療所・医院があってこ
その急性期病院と思っております。今後
とも、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

ハ
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護記録、セット検査、クリニカルパスなどのマス
ター整備、放射線検査、生理検査、内視鏡検査、
検体検査、薬剤処方の安全管理、眼科・耳鼻科シ
ステムなどの部門ベンダーとの調整など挙げれば
きりがない作業の連続でした。
　お蔭さまで稼働から２週間が経ちますが、シス
テムが一時停止するなどの大きなトラブルもなく
スタートすることができました。また、外来診療
は原則完全予約制として自動支払いシステムを導
入しましたので、患者さんの動線は時間とともに
スムーズになってくるものと期待しています。
　また、地域医療連携システム“ヒューマン・ブ
リッジ”も導入しました。院外への患者医療情報
の発信ですので、セキュリティーを万全なものと
し、連携医療機関へ提供できる情報をどこまでに
するのか、その質の担保をどうするのか、医師会
幹部の皆様との協議も踏まえて少し時間をかけて
準備をしたいと考えています。しばらく、お待ち
願いたいと存じます。
　今後とも、地域医療機関の皆様のご支援とご協
力のほどよろしくお願い申し上げます。

リハビリテーション課　課長
岸本 茂己

心臓リハビリテーションの風景

集編 記後
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明石市立市民病院外来診察一覧表 は、「紹介予約」患者 診療担当医
（再診）でも初診紹介は受け付けます

平成25年10月1日現在

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

明石市立市民病院
但し、翌日分予約は当日17：00までとなります。

● 患者様からの診察予約や予約変更は15：00～16：30の間にお願いします。
● 医療機関からの紹介・予約は「地域連携課」で8：30～19：00の間承っております。

078-912-2359
地域医療連携課

直通TEL 078-912-2362直通FAX

内　科

循環器内科

消化器内科

小児科

整形外科

脳神経外科
皮膚科

泌尿器科

眼　科

産婦人科

耳鼻咽喉科

麻酔科

放射線科

外　科

心療内科
精神科

神経内科

1診

1診

佐々木 享（初診） 市田 裕紀子
（糖尿病）

大石 佳央梨
（腎臓透析）奥 成聡（血液）

橋本 哲也

森川 輝久
山内 徳人

貫名 貞之

森田 修司

安岡 利恵

安岡 利恵

平嶋 良章 柴田 真弓 交代制

藤本 莊太郎
村松 哲

赤澤 貴子
忠井 俊明
山﨑 敦史

（1.3.5週午後）

桝田 翠（1.3.5週）

上野 健史（2.4週）

岸 勘太（心臓外来）

藤木 博（血管外来）

國友 泰輔（初診）

山田 充彦（再診）

野田 洋介
山中 邦人
古賀 祐子

草西 洋

本山 新
森本 久美子

上藤 哲郎

本山 新
森本 久美子

上藤 哲郎

本山 新
森本 久美子

上藤 哲郎

本山 新
森本 久美子

上藤 哲郎

本山 新
森本 久美子

中島 健

古賀 祐子
草西 洋

谷川 明美

古賀 祐子
草西 洋

草西 洋
古賀 祐子

辻村 まり
中西 頼子

辻村 まり
中西 頼子

辻村 まり
中西 頼子

前田 早織 前田 早織 前田 早織

草西 洋
古賀 祐子

山中 邦人 吉井 貴彦
野田 洋介 野田 洋介 野田 洋介 交代制

景山 直人（初診） 交代制（初診）

松井 隆明（再診）

齋藤 実（11時まで）

交代制（11時まで）

渡邉 大樹（紹介のみ） 柴田 敏章（紹介のみ） 四ノ宮 隆（紹介のみ）

山口 泰広

齋藤 実秋山 英之 秋山 英之

松井 隆明（初診）

景山 直人（再診）

山田 充彦（初診）

國友 泰輔（再診）

藤木 博（午前新患）

森田 修司（午後）
満尾 学（紹介のみ） 満尾 学（乳腺）

満尾 学（紹介のみ）

門谷 洋一（乳腺）満尾 学

神田 圭一（2週血管）

忠井 俊明（2.4週新患）

岸本 智数 岸本 智数（午後）

山内 徳人
松本 次弘

村松 哲
松本 次弘

森川 輝久
赤澤 貴子

浅田 聡

奥 成聡（再診 血液） 中島 寿樹（再診 糖尿病）

金川 修身

石井 和珠
阪本 健三（ペースメーカーチェックのみ）

宮川 浩太郎

阪本 健三
塚本 正樹

大塚 喜久

阪本 健三
八木 沙織（1枠のみ）

中川 裕介
塚本 正樹

宮川 浩太郎 桝井 孝之

迫田 知佳子

吉村 将
（完全予約　呼吸器）

（9～12時 1.3.5週のみ）

忠井 俊明
（午後は「児童思春期」外来）

忠井 俊明
（午後は「心理療法」外来）

忠井 俊明
（午後は「うつ病」外来）

堀内 瞳
（心理検査・カウンセリング）

藤田 陽子
（心理検査・カウンセリング）

岸本 智数
（午後は「パニック障害」外来）

濱田 伸哉（1.3.5週）
（午後精神疾患）

丹田 修司（再診 腎臓透析） 佐々木 享（再診 高血圧高脂血症） 佐々木 享（再診 高血圧高脂血症） 金川 修身（再診） 松本 剛（再診）

本岡 里英子（午前）

立花 久嗣（午後）

松本 剛（1.3.5週）

大石 佳央梨（2.4週）

佐竹 渉（午前）

徳岡 英紀（午後）

中川 久子（午前）

丹田 修司（再診 午後）

2診

2診

1診

1診

1診

1診

2診
3診

2診

2診

2診

1診
2診
3診

1診
2診

助産師外来

3診

3診

ペースメーカー外来

4診

5診

3診（初診）
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平成25年10月1日現在画像オープン検査

放射線科

オープン検査のお申し込み方法
画像検査申込書（様式2－1～4）に必要事項をご記入のうえ、FAXにて地域医療連携課にお申し込みください。
なお、予約状況につきましては、あらかじめ、お電話にて地域医療連携課にお問い合わせください。

＊時間外・土曜日の検査につきましては、支払い方法が異なりますので、地域医療連携課にお問い合わせください。

様式2-1・2-2にご記入ください。

生理検査室
＊医療費請求方法が異なりますので、事前手続きが必要となります。詳細につきましては、地域医療連携課にお問い合わせください。

様式2-3・2-4にご記入ください。

C T

検 査 項 目 月曜日

午前 ○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

－

－

－

○

○

16：20

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

○

－

○

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

－

11：30

－

○

○

16：20

○

○

－

○

○

－

○

○

－

○

－

○

16：20

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

○

－

○

時間外

（単純のみ）

9：00～9：40

時間外

（単純のみ）

10：00～11：30

－

－

－

－

－

－

－

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

乳腺

骨シンチ

心筋シンチ

脳血流シンチ

心筋シンチMIBG

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

MRI
1.5T

MRI
3.0T

R I

脳波（土曜日は腑活なし）
NCS（ペースメーカーは禁忌）

心エコー
下肢静脈エコー

腹部エコー（朝食抜き）

ホルター心電図
ABPM
ENoG（ペースメーカーは禁忌）

簡易PSG（一日1枠）

心電図
ABI
呼吸機能

腹部エコー（昼食抜き）
頸動脈エコー

検 査 項 目 月曜日

16：00

15：00

8：30

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

───

───

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

8：30

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

8：30

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

8：30

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

9：00/10：30

9：00/9：45
10：30/11：15

9：00/9：45
10：30/11：15

9：45/11：15

9：00～12：00

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

脳波・NCSは波形の結果のみです。所見が必要な場合は診察予約をお願いします。


